


このたびは、NECホームエレクト□ニクスのゲームソフトをおMい主げいた迄き/りがとうごさ 
いました。ご使用の前にtこの陬扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。 

しようじよう ちゆうい 

• ARCADE CORCDM2ソフト使用上の注意 
せつぞ《およ どうさはうはう かん ケくきさ -ぃそ 

1PCエンジン、CD-ROMなど八ードの接続及び動作方法に関しましては、各機器に付属の 
とり#3つかいせつめいしょ か4ら じゆ <どく うえ しよう 

「取扱説明書」を必ずご熟読の上ご使用ください。 
おtてうら かなら いんさつ めん 1A 

e CD .ROMディスクには表と裏があります。必ずゲームタイトルが印刷されている面を上に 

してセツティングしてください。 
ちゅう ふた あ uんたいしんとつ あた 

3ゲー厶ブレイ中にCORCDMプレイヤーの蓋を開けたり、CO ROM本体に振動を与えな 
せいじょう で ? 【3んたい いた Uあい 

いでください。正常なプレイが出来なかったり、本体やソフトを痛める場合があります。 
けんこう かん ちゆうい 

健康に関する注意 
+iんき しよう がめん liあい さよくりよくつ办' しよつたい しよつ _ 

本機を使用される場合は、極力疲れた状態で使用することは避け、テレビ画面からできるだ 
はな ちようI かん つつ はあいけん二う しかん 

け離れてゲームをしてください。長時間ゲームを続ける場合は健康のため、1時間ごとに10〜 
ふん や？ 

15分の休みをとってください。 
まれ つよひかり しげさ ひかリてんめつ う とき いちしてき さんにく いしき 

ごく稀に、強い光の刺激や、光の点滅を受けている時に、一時的に筋肉のけいれんや、意識 
そうしつなどしょうしようあらわ れい ほうこく しようしよラけいけん ひと 

の喪失等の症状が現れるとい5例が報告されています。こ5した症状を経験したことのある人 
まえかなら いし そうだん 

は、テレビゲームをする前に必ず医師に相談してください。また、テレビゲームをしていて、 
しょうじょう H ば！い や いし そうた■ん 

このよろな症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師に相談してください。 

このCCHROM2ディスクは、「 ARCADE cDRorrr 対応ソフトです 〇 

厂 SUPER 
こづさ 

CD^ROmJ 」でも動作しますが、CD_FtOMeシステムには、「アー 

ケードカードPro」、SUPER CD-ROM2システムには、「アーケードカードDuo」 
よ かいてき 

を使用すると快適にプレイでぎます。 

しよ よつ わんがくよう _ _ 

糸CD •ROMディスクは、音楽用CDブレーヤーでは、使用しないでください。コンヒユータ用 
きき ぁくえいさょぅ ax ばぁぃ 

データがオーディオ機器に悪影響を及ぼす場合があります。 

※万一製品に当社の責任による不都合があ0ました場合、新しい製品とお取り替えいたします。 
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「恋をしようよ」 
詞•曲•編：庭山博也 

歌：零小野寺麻理子& ★かないみか 

★夜が更けて傘をさす 

高層ビルの街 

夢の韦飛ばそうクルクルまわして 
士ち ひ かかV 

，街の灯に輝いた 

素敵なプレゼン 

まだ兑ぬあなたまで 

とどけこの想い 

★恋のヒントは罾曈が手ttl、かり 

★顰悩んで集めるインフォメーション 

★▼恋をしようよつきとめたいね\ 

あぶない事件 

零隠された★!«方を零探して 

★轚見つけ出そう 

★零恋をしようよ巻き込まれたい 

あぶなL、参件 

零このままじや れない 

★零やるせないrainy night 

爭 Repeat 



電源を入れてRUNポタンを押してください。 
NECロゴが表示された後、予告編デモが始まります。 
Iボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。 

•スタート 
ゲームを最初から始めます。 

0コンテイニュー 

セーブしたところからゲームを再開します。 
セーブできる場所（台本）は最大で5力所有りますが、赤、青、緑、黒の4つ 
の台本はメモリベース128が接続されていないと使用できません。 

•バックアップユーティリティー 
バックアップメモリやメモリべース128の初期化や、データの削除、コピーなどを行います。 

(—•■p.By (ックアップユ_ティリティー） 

方向キーで選んで、Iポタンで決定してください。 

「対応機器」 
このゲームは、次の周辺機器に対応しています。 

籲メモリべース128 

セーブ箇所が4つ増えます。 
またバックアップメモリの内容を、最大63個まで保存する事ができます。 

•アーケードカード 
CDの読み込み回数が少なくなるため、より快適にプレイできます。 

浓6朮タンパッドを使用する時は、2ボタンモードにしてご使用下さい。 



「メイのこれがお薦め/」--- 
初めまして！アイドル探偵のメイ•スターだよ。 

グームではポクと一緒に事件を解決してし、く事になるんだ。よろしくね 

でね、一つだけお薦めしたいモノがあるんだけど…、 

アーケードカードがあるといいんだよね、このグームは。 

もちろん無ぐても遊べるけど、アーケードカードを使ってし > ると、 

ずいぶん快適に遊ぶことができるようになるから、ぜひ使ってぼしいな, 

…って、ちゃっかり宣伝してるなぁ。あはは。 

，•• • ■ハ.“ r .Y“ Vi'* ”•< 

的な操作 HH U8KW?yyB^WTfS^8 PSl 
PWPNPPJ —屬111111IPilPPIIIII^^^^^g^WMM^M.. 

【方向キー】 

【RUNボタン】 

【SELECTポタンI 

【I 7lfタン】 

•主人公のメイが移動します。 
_選択肢やコマンドを選択します。 

善アニメシーンをスキップします。 

•使用しません。 

•何かを調べたり、人と会話する事ができます。 
馨選択肢やコマンドを実行します。 
メッセージ表示中に押すと、メッセージが速く表示されます 

NEC i^PPS 

B9HB 

【Eボタン】•システムコマンドを表示します。 
•選択肢やコマンドをキャンセルします 

【特殊な操作】•RUNIポタンとSELECTボタンを同時に押すことで、リセツトができます 

方向キ_でメイを動かします。 
調べた:い物があったら、 
その場所でIポタンを押してください 

「選択肢を選ぶ」 

方向キーで選択胺を選びます。 
緑色で表示されているのが選ばれている選択肢です0 

Iポタンで選択肢を決定します。 



rナビのプレイのコツはこれ/ j 
パイ、ナビです！ 

え〜とですね。 

方向キーを押してし1るの/こI 

壁際なんかでメイが立ち止まったりしたら、 

その場所にはきっと何かがあるんです。 

そんな時は、すかさずIボタンを押して、 

その場所を調べてみてT7さいです0 

システムコマンド rivate 
移動中にnボタンを押すと「システムコマンド」が表示されます。 

•セーブ 
ゲームの進行状況を保存する事ができます。 
セーブできる場所として、白、赤、青、緑、黒の5つの台本があります。 
セーブしたい台本を選んでIボタンを押してください。 
なお、赤、青、緑、黒の4つの台本はメモリべース128が接続されていないと使用できません。 

《Private eye dolのデータは「MAYSTAR」の名前でセーブされます。 
バックアップユーティリティーの使用時はご注意下さい。 

_設定 
♦バストアップ 

ON :人物のグラフィック表示を行います。 
OFF:人物のグラフィック表示を行いません。 

♦音声 
ON :メッセージ音声を発声させます。 
0 F F :メツセージ音声を発声させません。 

シナリオや進行状況によって様々なコマンドが追加されることもあります。 
実行したいコマンドを方向キーで選んで、I朮タンで決定してください。 



バックアップユー 

メニュー画面でノCックアップユーティリティーを実行すると、右の 
様なノ tックアップユーティリティー画面が表示されます。 

※メモリべース128が接続されていない場合は、COP Y及び 
ALL COPYは表示されません。 

• COPY 
プライベート■アイ‘ドルのデータを、セーブ可能な5力所の台本の間でコピーすることができます。 

•ALL COPY 
PCエンジンのバックアップメモリの内容全てを、メモリべース128に最大63力所まで保存することができます。 

參初期化 
バックアップメモリ及びメモリべース128の初期化をします。既に初期化済みの場合は、実行する必要はありません。 
また、初期化すると、保存されていた全てのデータが消えてしまう事に注意してください。 

書削除 
バックアップメモリやメモリべース128に保存されているデータを1つずつ削除することができます。 

プライべ一卜•アイ.ドルのデータがバックアップメモリにセーブ可能な場合は、削除画面右 
端に0Kが表示されます。また、メモリべース128にセーブ可能な数も表示されます。 

「素子の12日活用法J-1 
よぅやく私、柳素子の出番ね。ちなみに厂やなぎもとこ」って読むんだか 

sね。間違ってもrやなぎそし」なんて言わなし以う/こ/よろしくね。 

と-こ•ろ•で!あなた、セーブするのにPCエンジンのバックアッブメモ 

Uの容Mが足りなくて、消したくなI iデータを泣く泣く削除した経験は 

なぁし、？でもメモリべース128とこのゲームがあれば、そんな事ちな 
くなるわよ:。 

ALL COPYで消したくなし1データのAコたバ■ックアップメモUの内容 

をメモLJベース128に保存しておけば、いつtfeそのデータをPCエン 

ジンに戻す事ができるってわけ。最大で63力所まで保存できるから、、 

存分(こ活用してね。 

…は?63力所もい3なM?なにゼイタク言ってるのよ。このゲームをS3 

回も遊べば足りなし、と思うようになるわよ。それじゃ、しっかり遊んでね。I 



登場人物紹介 

MAY 

■ メイ m 

STAR 

スター 
1月23日生まれ。水瓶座。15歳。血液型=B型。 
身長163 cm B82W58H 840 

M ECの人工知性体「0RUKA」でCFデビューした 
人気急上昇中のアイドル女優。 
今回は怪奇特集番組のロケに来たところが…。 

N A V 1^ 

4月19日製造。血液型=電気。 
身長20 cm B8\A/7H9a 

人工知性体「0RUKA」の試作品。 
CMイメージガールのメイに、 
メ_力_がプレゼントしたのが二人の出会い。 
ちなみにこの姿は空中に投影された立体映像で、本体は手袋である。 



たちばな あやか 

■立花綾華 
6月10日生まれ。双子座。14歳。血液型=巳型。 
身長160cm 巳81W59H82。 

メイと同じプロダクションに所属するアイドル女優。 
言うことなすこと全てあけすけで大胆！ 
もっとも、それが彼女の可愛いところだが。 

12月16日生まれ。16歳。射手座。血液型= 0型。 
身長165 c m B 84W59 H 850 

とてもプライドの高いアイドル女優。メイや綾華を敵視している様子 
で挑発的で高慢な態度を隠そうともしない。 
しかしながら世話好きな面を見せたりするあたり、意外に隠れた素顔 
があるのかも…。 



ロケに参加するスタッフの一人。 
27歳のカメラマンで唯一の既婚者でもある。 
スタッフの中では一番まともそうな人。 

みはら 

■三原 かんな 
9月3日生まれ。乙女座。15歳。血液型=A型。 
身長158 c m B 80W53H 83〇 

素子と同じプ□ダクシヨンのアイドル女優, 

おとなしく、内気で、気が弱く、 
ちょっとした事ですぐに気絶してしまう。 
スタッフの篠田正次とは何やら…。 

げんじよう ゆうこ 

幻条優子 
10月27日生まれ。蠍座。血液型： 0型。27歳。 
身長168cm B88W60H 890 

怪奇ものの番組には欠かせない美人霊能タレント。 
大げさで思わせぶりなアヤシイ言動とその容姿がウリだが、 
最近は人気も落ち目である。 

さtoだ しげき 

沢田重樹 



■笹准忠雄 
ロケに参加するスタッフの一人。22歳。 
新人であらゆる雑務を担当している。 
見たgは明るい好青年だが、某一流大学の才カルト同好会出 
身で、黒ミサに明け暮れていたともっぱらの噂。 

■白木厚志 
ロケに参加するスタッフの一人 
アシスタントディレクタ 
印象通りというべきか… 

根は正直であろうが、とにかく頼りない 

しのだ しようじ 

■篠田正次 
ロケに参加するスタッフの一人。 
照明や雑務を担当する25歳。 
無□で無愛想、よく分からない人間である 



小野寺麻理子から愛のお便り 

皆さんこんにちは、小寺麻理子です。 

たぐさん出て【、るゲームソフトの中から 

この“プライペート•アイ•ドル，，を選んで頂きどうもありがとう!! 

このゲームの主人公“メイ”は、明るくて活発•自立心の 

強t、少女、そんなメイが、ひよんなことからいろんな 

事件に巻き込まれてしまうというとてもかわい 

そんなかわt >そうなメイといっしよにあなたも 

あぶな【ゝ事件に巻き込まれてみて下さt )。 

きっと、楽しめますよっ ズイ•ス，一 



シーデf— ロ ム ほかんじよう ち(レ) 

C □ - R〇Mディスク春保管上の注: 

ji 
P 汚さないで! 

0」 

句 

J; i 
キズには弱いんだ! 

〇 

文+を書か 
ないでね！ 

© 
X 

たI ^せつ 

いつまでも大切にね! 

しんごつ_よ とめん めんはんたいがわ 

籲信号読み取り面（レーベル面の反対側 
けか めん よご ち!1£うい 

の先った面）を汚さなし、よつL;主意してく 
よご ばあい ぬの 

ださい0汚れた場合は、やわら力ゝい布で、 
らゅつしんぷ かいしゅうが む ほうしやじよう かる 

中心部から外周部に向か〇て放射状に輊 
ふ 

く拭きとってください。 

CD-R OMディスクにキズをつけなし 
よう$してください。ケースからの出し入 
れの際は、こすりキズをつけなしVfcう、特に 
注意してください。 

•レーベル面に、鉛筆やボールペンなどで 
文+を書いたり、シール等を貼らなし、でく 
ださい。読み取0面にキズをつける恐れが 
あります。C，D-闩OMディスクを曲げた 
aセンター孔を大きくしないでください 〇 

1 I Z 

* 
_ 

•プレイ後は元のケースに入れて保管し 
;くださし\〇また、CD-ROIV1ディスクは、 
高温、_湿の場所には保管しないでくださ 
い 0 

COMPACT 

D§(@l 

よご とき 

汚れた時は、やわらかい 
ぬの 

布でふいてね! 

ti 

やさしぐ出し入れ! 

あな おお 

孔を大きくしないで! 

グ 

ちゆうい おんどしつど 

温度、湿度にも注意して! 
I * • 

〇 

※このディスクを無断で複製すること、及び賃貸業に使用することを禁じます。 



⑩本商品に関するお問い合わせにつきましては、月〜金曜日まで（祝日をのぞく）AM9:00〜PM5:00にお願いします』 
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